
● 症例報告

腓腹筋静脈血栓症に対し血栓除去術を施行した1例

達 和人 1，乗松 東吾 2

●要 約： 症例は71歳女性．右変形性膝関節症にて当院整形外科に通院中．2021年2月初旬，右腓腹部の
発赤，腫脹，熱感が出現し深部静脈血栓症（DVT）を疑われ，当科受診．血管エコー検査では，右膝窩静脈
や右大腿静脈に血栓は認めず，右膝窩静脈と併走する比較的太い静脈内に可動性血栓が充満していた．この
静脈は筋膜下を走行し，膝関節裏で膝窩静脈に合流していた．DVTと診断，抗凝固療法を開始した．この時
期は新型コロナウイルス感染症拡大による医療逼迫が問題で，当院周辺の基幹病院でも肺血栓塞栓症（PTE）
など緊急症例の受け入れが困難であった．抗凝固療法中にもPTEを発症するリスクがあること，PTEに対す
る緊急治療を受けにくい医療情勢であること，血栓が存在する静脈は体表に近くアプローチしやすいことな
どを説明し，血栓除去術の方針とした．手術は局所麻酔下に腹臥位で施行，術後の造影CTで腓腹筋静脈血栓
症であったと診断した．
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はじめに

深部静脈血栓症（DVT: deep vein thrombosis）は膝窩
静脈より中枢側に血栓が存在する中枢型と，下腿の静脈
（脛骨静脈・腓骨静脈）や筋肉枝の静脈であるヒラメ筋
静脈や腓腹筋静脈（GCV: gastrocnemius vein）に限局す
る末梢型に分類できる．末梢型DVTにおいては，ヒラ
メ筋静脈血栓が病態の首座であり，その重要性が指摘さ
れてきたが 1, 2），GCV血栓の症例報告は少ない．今回わ
れわれは，血栓除去術を施行し術後にGCV血栓症と判
明，弁不全を下地に血栓を生じたと考えられた1例を経
験したので，文献的考察を加え報告する．

症 例

症 例：71歳，女性

主 訴：右腓腹部の発赤，腫脹および熱感
既往歴：右変形性膝関節症にて当院整形外科で外来
加療されていた．
現病歴：元々活動的な方であったが，新型コロナウ
イルス感染症拡大に伴う2回目の緊急事態宣言が発出さ
れ，ステイホームの呼びかけもあり，家庭でじっと過ご
す時間が増えていた．2021年2月上旬，右腓腹部の発
赤，腫脹，熱感が出現したため受診，DVTを疑われ当
科へ紹介となった．
入院時現症：身長167 cm，体重60 kg，体脂肪指数= 

21.5，血圧124/67 mmHg，脈拍75/分，整．右腓腹部径
は38 cmと左の35 cmに比し腫脹し，発赤と熱感も伴っ
ていた．呼吸音清，呼吸苦や胸痛なし．心雑音なし．
血液検査所見：WBC 4800/µL, Hb 14.3 g/dL, Ht 41.4%， 

PLT 18.3×104/µL, BUN 13 mg/dL, Cr 0.59 mg/dL, AST 
15 U/L, ALT 26 U/L, LDH 173 U/L, T-bil 1.2 mg/dL, ALB 
4.4 g/dL, Na 141 mEq/L, K 4.0 mEq/L, CRP 0.16 mg/dL, 
HbA1c 5.5%，D-dimer 1.0 µg/mL, FDP 2.9 µg/mL．とくに
異常所見を認めなかった．
心電図：洞調律，心拍数60/分．上室性期外収縮を認

めた．
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当院入院時に全例施行しているCOVID-19核酸増幅検
査も陰性であった．
血管エコー検査所見：右膝窩静脈と右大腿静脈内に
血栓は認めなかった．筋膜下で右膝窩静脈と併走する比
較的太い（8～15 mm）静脈内に可動性のある血栓が充
満しており（Fig. 1A, B），この静脈は膝関節レベルで膝
窩静脈に合流していた．血栓はこの合流部から約3 cm
末梢側に迫っていたが，膝窩静脈内には進展していな
かった．右小伏在静脈（SSV: small saphenous vein）は
拡張しておらず，血栓も認めなかった．
以上よりDVTと診断し，入院のうえヘパリン持続点
滴（10000単位/日）とエドキサバン30 mg/日の内服投与
にて抗凝固療法を開始した．保存的加療がDVT治療の
スタンダードであるが，本症例において可動性のある静
脈血栓は膝関節レベルの膝窩静脈合流部に迫っており肺
血栓塞栓症（PTE: pulmonary thromboembolism）のリス
クがないとは言い切れなかった．十分なインフォームド
コンセントのもとに患者からも手術希望があり，血栓除
去術を施行する方針とした．
手術所見：局所麻酔下に腹臥位で手術を施行した．
術中もヘパリンの持続点滴を継続した．右膝関節裏に長
軸方向に約5 cmの皮膚切開を加えた．血栓塞栓症を起
こさないよう，ターゲットの静脈を愛護的に剝離・露出
し確保した．比較的しっかりとした動脈枝がまとわりつ
いており，これにテープをかけて牽引することで視野を
コントロールした（Fig. 2A）．露出した静脈の中枢側に
は部分的に軽度膨らんでいる所を認めたが，壁が薄く鑷
子で触れるだけでoozing出血を起こした．7-0モノフィ
ラメント糸にて縫合止血後，同部はなるべく手を付けな
いこととした．ヘパリン2000単位を追加静注後，静脈
を遮断し，約5 mm横切開し直下の血栓を鑷子で摘出し

た（Fig. 2B）．切開部より中枢側の静脈内には血栓を認
めなかった．腓腹部を用手的にミルキングすることで中
等量の血栓を除去でき，良好な静脈血流が再開したので
静脈切開部を縫合閉鎖し終了とした．出血量は20 mL，
手術時間67分であった．
術後経過：下肢症状は速やかに消退した．手術翌日
に創部保護フィルムを貼付し下肢静脈エコー検査を施行
した．術前に認めた血栓は消退しており，膝窩静脈合流
部への血栓伸展も認めなかった（Fig. 3）．術後4日目に

Fig. 1 Preoperative ultrasonography showed thrombus (allow head) in a 
dilated vein alongside the right popliteal vein (Pop. V).

A) Sagittal view. B) Transverse view.

Fig. 3 Postoperative ultrasonography of the vein (*) which thrombec-
tomy was performed. Venous circulation was restored.

Pop. V: popliteal vein.

Fig. 2 Intraoperative photos. Left side of figures presents the cranial side 
of the patient.

A) Slightly aneurysmal part (white arrow) and thrombosed part (black 
arrow) of the vein were exposed by traction of the tape (*) with a small 
artery. B) Soft thrombus was removed.
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退院とした．術後約1カ月でCT angio検査を施行した．
CT撮像前のエコー検査にて，静脈内血栓はほぼ消失し
ていたため，右足背静脈に留置した22ゲージのサーフ
ロから造影剤を投与し，右腓腹部を軽く揉みながら撮
像した．血栓除去術を施行した静脈はGCVであったこ
とが判明し，膝関節レベルで膝窩静脈に合流していた
（Fig. 4）．静脈内血栓は消失していた．術後約2カ月，
立位でのエコー検査にて右GCVを再評価したところ逆
流を認め，最長で3.15秒の逆流時間であった（Fig. 5）．
左GCVも同様に左膝裏で膝窩静脈に合流していたが，
逆流や拡張は認めなかった．
現在術後約4カ月であり，エドキサバンは15 mg/日ま

で減量している．右GCV逆流は残存しているので，弾
性ストッキングの着用や家庭用フットマッサージャーの
使用を継続しながらDVTの再発予防に努めている．

考 察

下肢DVTはその発生機序の観点からは，腸骨静脈圧
迫症候群や骨盤内占拠病変による腸骨型，カテーテル挿
入などによる大腿型，血流うっ滞による下腿型の3群に
大別される．下肢深部静脈の各部位における血栓の存在
頻度であるが，ヒラメ筋静脈は血栓検出率が最も高く，
DVTの血栓発生源としての重要性が指摘されてきた 1）．
一方，腓腹筋静脈血栓がクローズアップされることは少
ないが，決してその頻度が低い訳ではない．呂ら 2）は
PTEを合併した下腿型DVT60例の病理形態学的検討に
おいて，DVT検出率はヒラメ筋静脈93%に対し腓腹筋
静脈39%と報告している．島袋ら 3）は無症候性末梢型
深部静脈血栓症159肢の検討において，ヒラメ筋静脈が
138肢（86%），腓腹筋静脈が13肢（8%），ヒラメ筋静
脈と腓腹筋静脈の重複が6肢（3.7%）であったと報告し
ている．
本症例の大きな反省点であるが，当初血栓が充満し
ている静脈をGCVと認識できていなかった．決して言
い訳にはできないが，日常診療においてGCV血栓や弁
不全に遭遇する確率が低いのもまた事実である．Naka-
yama4）は，9年間で自院において超音波検査を施行した
1805肢の解析をし，GCVに弁不全（0.5秒以上の逆流時
間）を認めたものが19肢（1.1%）であったと報告して
いる．そのうち，DVTの既往がない一次性のGCV不全Fig. 4 Postoperative enhanced CT revealed the surgical treated vein was 

gastrocnemius vein (arrow), which was dilated in some parts and meandering.

Fig. 5 Postoperative ultrasonography showed gastrocnemius vein regurgitation. Maximal regurgitation time was 3.15 seconds. Area between arrowheads is 
considered to be surgical exposed area according to subcutaneous scar change.
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は14肢（0.78%）であり，その希少性を窺わせる．本症
例は深部静脈弁不全を背景にしたDVTであったことが
推察されたが，この逆流は血栓除去術に伴う弁破壊や，
静脈血栓症後症候群である可能性を完全には否定できな
い．しかし，血栓形成されてから早期の手術であったこ
と，Fogartyカテーテルを使用せず用手的ミルキングで
柔らかい血栓を除去したこと，GCVに拡張・蛇行を認
めることから，逆流は元々存在した可能性が高いと考え
る．深部静脈弁不全は，難治性下腿潰瘍の症例を中心に
病態として認識されるようになり，大腿静脈に対する弁
洞部縫縮術 5, 6）や弁移植術 7）が施行され，良好な治療成
績が報告されている．深部静脈弁不全と本症例のような
筋静脈弁不全を同一の場で論じることに賛否があるかも
しれないが，術中所見を振り返ると，静脈露出部中枢側
に僅かに膨らんでいる部分があり，弁洞部を見ていた可
能性はある．理論的には縫縮術を行うチャンスはあった
のかもしれないが，その時点では逆流を認識できておら
ず，膨らんでいた部分の静脈壁は薄く出血しやすかった
ことから困難だったと思われる．筋静脈弁不全に対する
弁修復術はまだ報告もなく，適応も含め今後の議論を要
する．
術中追加する手技として検討の余地があるのが，血
栓が膝窩静脈内へ伸展することをブロックするために，
この病変静脈を結紮してもよかったのではないかという
点である．実際術中に迷ったが，血管径が太かったた
め，主要な深部静脈である可能性を否定できず，結紮せ
ずに手術の第一義である血栓除去術に留めた．結果的に
3秒超の逆流が残存しており，結紮していれば下肢静脈
瘤治療における高位結紮術と同様の効果を得られたかも
しれない．GCVの結紮の可否については，SSV・GCV
の膝窩部合流異常を伴う小伏在静脈瘤治療において議論
されてきた．応儀ら 8）は，SSVとGCVが共通管を形成
する合流異常において，GCVを結紮する必要があった
が，血栓による疼痛を認めたものの数日で軽快し，問題
となる可能性は低いとしていた．弁不全を伴うGCVを
放置した場合の静脈瘤再発や下腿筋ポンプ機能障害など
の可能性を考慮すると，GCVの結紮は一定の頻度で血
栓症を発生するとしても許容されるのではないかと推察
していた．本症例でもし，整形外科通院中に右GCV逆
流の診断がつきフォローアップできていれば，今回の
血栓症は下肢静脈瘤に併発した血栓性静脈炎に準じて
治療，すなわち抗凝固療法を施行後に病状が安定した時
点で高位結紮術へという戦略も成り立ったと思われる．
術前の採血にてD-dimerは低値で，新鮮血栓も大量に除

去した訳ではないので，抗凝固療法のみで症状の寛解，
PTEのリスク低減を得られた可能性はある．COVID-19
蔓延下での医療逼迫状態が少なからず治療方針に影響を
与えたが，過剰医療やガイドラインから大きく外れたも
のにならないよう注意が必要である．

Nakayama4）は小伏在静脈瘤を伴わないGCV不全にお
いて，弾性ストッキングによる圧迫が有用であったと報
告しており，本症例においても着用のうえ経過観察して
いる．術後の抗凝固療法をいつまで続けるのかも重要な
点である．近年の報告としてRighiniら 9）は，急性症候
性下腿型DVTの252例に対してプラセボ対照二重盲検
比較試験を行い，低分子ヘパリンによる抗凝固療法は，
VTE発症と血栓の中枢伸展に有効性はなく，出血性合
併症が増加したと結論づけている．本症例は，新型コ
ロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言下，ステイ
ホーム期間中の運動不足が引き金になったと考えられ，
肥満や悪性腫瘍の既往といったリスク因子もないため，
血栓の再発を認めなければ術後6～12カ月を目安にエド
キサバンを休薬する予定である．今後も血栓再発の有無
は当然のこと，色素沈着や皮膚炎・皮膚潰瘍といった静
脈弁不全に起因する症状が出現しないか注意深く経過を
追い，必要であれば次の治療の準備をすることも重要と
考えている．

結 語

腓腹筋静脈血栓症によるDVTの一手術例を経験した．
DVT診療において注視されるのは大腿・膝窩・ヒラメ
筋静脈であり，下肢静脈瘤治療におけるメインターゲッ
トは伏在静脈であることから，日常診療において腓腹筋
静脈の重要性は見落とされる傾向にあると思われる．比
較的稀ではあるが，静脈弁不全を伴うとDVTの下地と
なったり，難治性潰瘍を発症したりすることもあり，腓
腹筋静脈を意識して観察することの重要性を痛感した．
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Abstract

A Case of Surgical Thrombectomy of Gastrocnemius Vein

Kazuhito Tatsu1 and Togo Norimatsu2
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Key words: deep vein thrombosis, deep vein valvular incompetency, gastrocnemius vein, thrombectomy

We report a case of gastrocnemius vein (GCV) thrombosis which could be treated by thrombectomy and anticoagu-

lant therapy. A 71-year-old woman, who had been regularly treated right knee osteoarthritis, was referred to our depart-

ment complaining of right calf swelling with pain and redness. Ultrasonography revealed a dilated calf vein alongside 

the right popliteal vein was filled with soft thrombus, and this vein joined the right popliteal vein at knee level. Consid-

ering management of deep vein thrombosis, anticoagulant therapy should be the first line and gold standard. However, 

the COVID-19 surge was putting a strain on hospitals across the country. Pulmonary thromboembolism (PTE) or other 

life-threatening emergencies might not be treated appropriately, therefore we decided to perform both anticoagulant 

therapy and thrombectomy for risk reduction of PTE. In a prone position, thrombectomy was completed under local 

anesthesia. After surgery, all symptoms were relieved quickly. Postoperative computed tomography (CT) angiographic 

findings revealed surgical treated vein was GCV, and ultrasonography detected GCV regurgitation without residual 

thrombus. The Patient who is given an elastic compression stocking and direct oral anticoagulant showed no recurrence 

of DVT at 4 months of follow up.
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